
香港＆深圳香港&広東

　CBREの報告書によると、香港の工業用建物は、小
売、娯楽、技術分野のテナントの間で人気が高まって
いるが、近代的設備が不足していることがネックに
なっているという。
　政府のPlanning Department(規劃署)によると、香
港の工業用空間の少なくとも3分の1（8,700万平方
フィートに相当）がアートやパフォーマンス、教育、飲
食、一般小売、レクリエーション、スポーツなどの非工
業用の使用に当てられているという。製造業のGDPへ
の貢献度が、1970年代の平均27％から現在の1.5％
に低下したため、1976年から2016の間にオフィルビ
ル面積は6.3倍に増えた一方、工業用スペースの増加
はわずか1.8倍にとどまった。
　空室率の低さと商業用不動産の賃料が高いこと
は、より安価な選択肢の探索に寄与している。
　「今日では、食料・飲料、芸術、文化、スポーツ、ハイ
テク産業の経営者は同じ建物内で商売を行うことが
可能であり、それは小売やエンターテイメント、テクノ

ロジー部門の成長を促進
します。例えばスポーツや
アートを目的に訪れる
人々が、同じ建物内の食
料品や店舗の需要を押し
上げ、小売業の間で相乗効果が生まれるのです。」と、
CBREのアドバイザリーであるジョー・リンは語る。
　しかしCBREによると、香港の工業用建物の83%は
1990年以前に建築されたものなので、インフラスト
ラクチャーと安全機能の構造が古く、設計的に時代遅
れなのだという。そのため現代的な仕様を配した建
物が、安全かつ合法に商業を実行可能な環境となっ
てくる。報告書によれば、640sqの新しい工業用ス
ペースのうち、わずか280万sqしか現代の産業には適
していないという。物件を探す事業者には、黄竹坑
（ウォンチョクハン）、九龍東（カウルーンイースト）、長
沙湾（チョウサワン）、荃湾（チェンワン）などのエリア
がお勧めだそうだ。
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小売業など新たな業種のテナントに
新たな需要を見い出せるか
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香港 香港

香港

ゼロからスタート 第80回広東語♪

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

　　燦々と輝く太陽の光のもと、海で泳いだりビーチで遊ぶのに最適な夏がやってきました。今回

は、近年人気の高い夏のレジャー、「摸蜆mo２ hin２ (潮干狩り)」についてご紹介します。

　　毎年7月から10月までが潮干狩りに最適なシーズンです。日没

前の午後3時から6時頃までが最も適した時間帯で、「摸蜆三寶

saam1 bou２(潮干狩り三大道具)」の「矮凳ai２ dang3(低くて小

さい椅子)」「泥　nai4 chaan２(スコップ)」「水桶 söü２ tung２

バケツ」を持参（付近の「士多si6 do1（商店)」で販売/貸出している）

して、是非出かけてみましょう。採った貝類は自宅へ持ち帰ることも

できますし、お店に頼んでその場で調理してもらうこともできます。海

を眺めながら自分の採った貝を食べるなんて素敵ですね。

　　しかし環境の持続可能な発展及び生態系を破壊しないためにも、小さい

貝やカニ、ヒトデなどの生物は持ち帰らないようにしてください。

　　潮干狩りは干潮時に行うので、安全のほか、天気の状況、付近の潮の高さにも注意します。遠く

離れた場所（沖）では採らない、満潮時腰まで海水が来てるのにまだ続けて採ることなどはしない

でください。泥に足を取られやすく危険です。また、水中にはボツリヌス菌も潜んでいて、万が一傷

口から感染すると大変です。必ず「厚膠手套hau5 gaau1 sau２ tou3(厚い手袋)」と「水鞋 söü
２ haai5(長靴)」を着用して自分の身を守りましょう。

　　潮干狩りは子連れにぴっ

たりな夏のレジャーです。家

族一緒に自然を感じながら

同時に生態系についても学

べます。準備万端で安全に注

意して楽しい一日を過ごして

ください。

役立つフレーズ

請問有無摸蜆用具賣/租呀?

Cheng2 man6 yau5 mou5 mo2 hin2 yung6 göü6 maai6/ zhou1 a3

すみません、潮干狩りの道具を売っていますか/貸出していますか。

請問可唔可以幫我地煮蜆呀?

Cheng2 man6 ho2 m4 ho2 yi5 bong1 ngo5 dei6 zhü2 hin2 a3

すみません、貝を調理していただけませんか。

幾多錢呀?

Gei2 do1 chin2 a3

いくらですか？

邊度可以摸蜆呀?

Bin1 dou6 ho2 yi5 mo2 hin2 a3

どこで潮干狩りできますか

泥灘點去呀?

Nai4 taan1 dim2 höü3 a3 

干潟はどこですか

1

2

3

4

5
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広東

【時代や環境に合ったサービスを】
　東アジア金融の中心地としてアジア経済を牽引してい
る香港と、中国の経済特区として世界でも類を見ないほ
どの経済成長を続ける深圳。そして珠江デルタの北端に
位置する中国第3の商工業・港湾都市である広州。この
華南地区の3都市には、多くの国際企業がオフィスを構
え、ビジネスマンの往来も激しい。
　特に広州↔深圳は、“ボーダレス”になってきている。華
南地区に拠点を置く多くの企業はこの二つのエリアを重
要な交易のハブとして一体にとらえ、流通に垣根がない。
　エイブルでもこの華南地区の3都市で地域の垣根を

越えてボーダレスにサービスを展開。例えば、深圳にオ
フィスを構える企業が広州に進出する際に同社を使え
ば物件探しもスムーズに行える。あるいは、ビジネス
マンが長期出張で広州から深圳に活動拠点を移動する
際にも重宝しそうだ。

【新たな価値観の創造を】
　オフィス探しであれば、複数の物件から自社の物流や
顧客のターゲットを踏まえ迅速に最適な物件を検索する
ことができる。地理的な戦略分析は、経済発展著しい華南
経済圏を“面”でマクロ
的な視点で俯瞰するこ
とで完遂される。華南地
区に展開されたロード
マップに同社のネット
ワークが加わり、新たな
企業価値が創造される。
　居住用として駐在期間に利用する際は、活動拠点を頭
に描きながら最適な住居を迅速に探すことができる。三
都市の街の姿をリアルタイムで把握している同社の強
みは、顧客の要望に合ったこだわりの部屋探しをアシス
トする。「深圳区の雰囲気に近いところは広州ではどの
辺り？」などの気になる情報も問い合わせできそうだ。

【常に満足と信頼】
　同社では日本語堪能、経験豊富なベテランスタッフが
常駐しており、遠慮なく日本語で相談できる。新生活への
小さな疑問も気兼ねなく質問できるのも嬉しい。
　また、新しい土地での生活にしっかりと馴染んでいけ
るように深圳店・広州店のスタッフは日本人コミュニ

ティーとの連携を密に取り、各種イベントにも積極的に
参加。時には、自らゴルフコンペや県人会を開催して、居
住者と地域を繋ぐサポートをしている。華南経済圏の快
適な住環境・仕事環境を信頼で満たすエイブルはこれ
からも日本人の暮らしを支えていく。

【広州店】
住所：広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室
電話：(86)20-8928-1635 / 
　　  (86)133‒1089-1352（日本語担当 Tina Wang）
ウェブ：www.able-nw.com/guangzhou
メール：able@ablegz.com

【深圳店】
住所：深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
電話：(86)755-8219-5546/(86)136-3285-3590(代表 本間)
ウェブ：www.able-nw.com/shenzhen 
メール：able@able-sz.com

深圳市で8年間培ったJunohのノウハウと圧倒的なブランド力を以て昨年8月に深圳に、
今年6月に広州に進出したエイブル。
経済発展著しい華南経済圏を“面”で押さえ、住居・オフィスの紹介を通して、
より快適な住環境・仕事環境を提案する。

業務提携不動産が

2017年8月1日より

と

ライフ（香港・広東共通）
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ラグナヴェルデ　 海逸豪園  (Tower 23A  低層階)

香港

ラ・セゾン　逸濤湾　 (Tower 1 高層階)

（所在地） 紅磡（ホンハム）

（間取り） 3LDK＋S  1121s.f （実用827sqf) 　 

（室　内） 家具・家電付き、内装良好、少海景

（環　境） MTR黃埔（ワンポア）駅徒歩約5分、

 ＡEONへ徒歩約5分、

 大型クラブハウス完備

（月　額） HKD33,000 （管理費、税金込み）

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK+S  1118s.f（実用868sqf)
（室　内） 家具・家電付き、全海景、
 マンション無料ブロードバンド
（環　境） MTR西湾河駅徒歩3分、
 太古のAPITAまで徒歩約10分、
 大型クラブハウス完備
（備　考） 早めの入居により、家賃値下げ交渉可
（月　額） HKD44,000　（管理費、税金込み）

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） Studio  300s.f（実用209sqf) 
 バルコニー付き
（室　内） 一部家電付き、家具相談、海景
（環　境） MTR西湾河駅徒歩2分、
 地元マーケット通り沿い
（備　考） 単身者向け新築マンション
（月　額） HKD12,800 （管理費、税金込み） 

パーカー33　柏匯33  (高層階)
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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香港広州

例えばあなたのお子さんが
「学校にいきたくない」と言ったとします。
あなたなら、どういう言葉を返しますか？

「何があったの？」
「算数が嫌だから？」
「行ってみたら楽しいよ。」
「学校へは行くべきだよ。」

これらは全て「言葉」だけに反応した対応です。
実はここをみている限り問題は解決しません。
「学校に行く方法」をいくら話し合ったところで、「行き
たくない原因の心」には辿り着けないからです。
「心」に辿りつけないと、一時的に問題が解決しても、ま
た同じことを繰り返します。

人と人とが争うのも、国と国とが争うのも、表面的な言
葉だけに反応して、解決する言葉を返しているからだ
と思います。

夫婦の関係者でもおなじです。

「たまには早く帰って子供の面倒見てよ！！」という奥
様に、
「今忙しい時期だから、仕方ないじゃないか。」あるいは、
「じゃあ、今週は水曜は帰れるようにするよ。」
と返す旦那様。

これで奥様の怒りは収まるでしょうか？答えはNOです。
「早く帰ってきてよ。」という言葉の裏には、
「1人で子育てしていて不安」
「あなたがいなくて寂しい」
の気持ちが隠されています。

「寂しかったね。ごめんね。」
「1人に任せて悪かったね。」

そんな言葉をかけられたなら、奥様の気持ちが一気に
溶けて、怒りが収まるのです。

「学校に行きたくない」問題を解決しようとするのでは
なく、
「学校にいきたくないんだね。」
「イライラしてるように見えるけど。」
「怒ってるように見えるね。」
お子さんの言葉の裏にどんな感情が隠されている
のか？

その感情に辿り着くことができたときに、子供の気持ち
が溶けるのです。お母さんに理解された、それだけで問
題は解決することが多いのです。
心と心で会話をすると子供と「繋がっている」と感じま
すし、お互いに信頼できる親子関係を築くことができる
のです。

言葉は心の全てを表すことはできません。言葉だけに
頼って会話をしていると、肝心な心の声を聞くことがで
きません。

子供が問題発言をしたときは、一呼吸おいて、「こう
言っているこの子の気持ちはどんな気持ちだろう？」と
考えてみるといいかもしれません。
そして、方法でなく、「感情」に寄り添う言葉を返してあ
げましょう。

言葉にだけ反応していませんか？
その裏にある気持ちを見ていますか？

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第37回 言葉の裏にある気持ち
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香港

　宮廷庁は外国人観光客が東京、京都の皇居周辺を
観光するのをサポートする多言語のスマートフォンア
プリをリリース。約1年をかけて開発されたこのアプリ
は、現在地や過去の画像、ネット接続不要のGPS機能
を使って、現在地と見ている場所について正確な説明
をしてくれる、使いやすいものだ。iOSとAndroid版、両
方を無料で利用することができる。
　また今年の夏に東京を訪れるなら、7月6日にガイド
ブック"The Rough Guide to Tokyo"第7版が出版され
たので参考にすると良い。
　旅に出る際に持つ小説、エアポート・ノベルは常に
ゆるやかに定義されていた実用的な文学ジャンル
だった。それは持ち運びが楽で、フライト、列車旅行、

ホテルステイなど様々なシチュエーションの旅の間、十分な読み応えがなけ
ればならない。休暇の初めに購入すれば、数週間後には海水のシミとドッグ
イア、搭乗券のしおりが付いた、立派な旅の相棒となる
はずだ。
　1960年代から80年代にかけてエアポート・ノベルの
「黄金時代」に出版され世界中の空港で販売された、
ジェームス・ミッチナー氏、アーサー・ヘイリー氏、ロベ
ルト・ラドラム氏、ジェームス・クラベル氏、ジェフェ
リー・アーチャー氏などの作家による作品は、是非実際
読んでみてほしい。これらは機体が揺れ動いてもペー

ジをめくることを止められないストー
リー性、シートバックポケットや携行
バッグに詰められるコンパクトさと読
み応え(およそ750ページ～1,200ペー
ジ）があり、DVDボックスセットや
Netflixと同等のエンターテイメントと
なる。
　現在、アメリカ行きの機内でラップ
トップ、タブレット、電子リーダーは禁
止される傾向にあり、最終的にその
流れは世界中に広がる恐れがある。
第二のエアポート・ノベル黄金期は
もうそこまで来ているのかもしれな
いのだ。
　建物内の空気浄化を奨励する都市
政策に基づき、先月末に北京の中央ビジネス地区に新しいホテルがオー
プン。63階建てのチャイナワールドタワーBの22階までを占める計450室のこ
のホテルは自社の醸造所からビールを提供するガストロパブ、Beersmithと、
ボクシングリングと武道の複合トレーニングエリアを備えた3,500平方メート
ルのトレーニングジムが特徴的。1泊1,199元（HKD1,370）のオープニング・
オファーには、1人分の朝食（２人目からは100元追加）、トレーニング・クラス
に参加できるジムへのアクセス、ホテル全体で使える無料の超高速Wi-Fiア
クセスが含まれる。

夏のバカンスはすぐそこ！
旅行に関する最新事情

ライフ（香港・広東共通）
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。
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　ケネディタウンにあるAlvy'sは、居心地の良い店内で美
味しいピザと自慢のドリンクを楽しむことができるピザレ
ストラン。
　私たちはまず5つのスパイスで味付けしたモルタデッ
ラ・スプーマ、スモークしたナスのチリオイル添え、サー
モン、イクラの入ったケッパークリームと軽くトーストした
サワーブレッドがセットになったトリオ・シュミアをオー
ダー。モルタデッラはパテのようにうまく味付けされてい
て、ナスは地中海の郷土料理、ババガヌーシュをピリ辛に

したような味だ。ケッパー
クリームはクラッシックな
NYスタイルベーグルの
フィリングを連想させる。3
種それぞれの味の完成度
は高い。
　ピザはグリュイエール
ベシャメルとモッツァレラ

チーズ、ローカルフードの叉焼を組み合わせた"Bruge 
Gwei"をチョイス。
　生地は噛みごたえがあり、堅牢でたっぷりのチーズを載
せるのに十分なボリューム。上に載ったチャーシューは美
味しいが、小さめにスライスされているため、チーズの濃
厚な風味の前に本来の甘みが目立たなくなったのが残
念。それでも、このエリアでこれほど美味しいピザを出す
店は貴重だ。
　また、魅力的なドリンクもこの店のセールスポイントだ。
ヤングマスタークラフトビール、希少な輸入醸造酒、カク
テル、ナチュラルワイン、アメリカのユニークなクラフト
ウィスキーも香港随一の品揃えで、お酒好きなゲストを満
足させてくれることは間違いない。
　この日、喉の渇きを潤してくれたのは、"Cucumber Hippy 
Draft"。みずみずしいきゅうりの香りに柑橘系のアクセント
が効いている。ジョージディッケルウィスキーなども楽しむ
ことができ、バーとしても十分使えるお店と言えよう。

潜
入
食
レ
ポ
！

NY
ス
タ
イ
ル
の
ピ
ザ
レ
ス
ト
ラ
ン

Alvy’s
住所: G/F., 8 Holland St., Western District
時間：16:00～24:00

Alvy’sAlvy’s

Pocket Page Weekly 28 July 2017 No. 60218B

香港グルメ





香港

編集部Xです！
今週はオススメのラーメン店をご紹介します。
旺角駅から東方面へ歩くこと5～6分。
メインの通りから離れ、人通りが徐々に少なくなってきた
所にお店がありました。
19時30頃に行きましたが、既に10人程の客が店の外に
並んでいました。人気店のようですね。
店の入り口は、結構派手なのれんが掛けられていますの
で、わかりやすいです。
ラーメンは、4種類から選べます。
並んでいる間に店員の方が、ラーメンのオーダーシートを
渡してくれたので、早速記入しました。
ラーメンの種類を選ぶ以外に、
❶味　　　薄い・普通・薄い
❷スープ　少ない・普通・多め
❸麺　　　かため・普通・やわめ
❹ネギ　　有り・無し

といった形で、好みに応じてオーダー出来ます。
私は、煮干し出汁らーめん（HKD85）をチョイス。
煮干しのダシがとても効いていて濃厚でしたが、決してし
つこくなく、スープも飲みやすいです。
今回はスープの量を普通にしましたが、次回からは多めで
も良いと感じました。
12：00～15：30は、つけ麺専門店に代わるみたいですね。
今度はぜひ、お昼も訪れてみたいです。
旺角方面にお立ち寄りの際は、是非足を運んでみて下さい。

週刊PPWの編集部スタッフがプライベートで行った店や、
スポットを日記形態でお送りする編集部だよりです。
スタッフの何気ない普段の顔をお届けします。

グルメ編

編集部だより

らーめん漁場　台風。旺角店
住所：G/F., Kin Wong Mansion, 39 Fife St., Mong Kok
電話：(852)2487-4488
時間：12：00～15：30　つけめん漁場　台風。
　　  18：00～21：30　らーめん漁場　台風。

スタッフ
編集部X
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